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■ 論 説 ■
中国 にお け る会社解散法制 の運用実態
― 会社法 および関連す る司法解釈 の適用を中心 に

朱

嘩

― 、 は じめに
10数 億 の人 口を抱 えている中国 は、 一つの魅力 ある市場 であると同時 に、多 くの労

働力を提供 しうる世 界 の工 場 で もあ る。 その ため、数多 くの 日本企業 は中国 に積極的
に投資 し、合弁企業 を設立 して い る。 しか し、近時中国 にお ける労働者 の賃金水準 が
向上 し、 また日中関係が芳 しくない状 態が生 じて い る中、 リス クを解消す る視点 か ら、
一 部 の 日本 企業 は中国投資 か ら撤退す るか否 かを躊躇 し始 め るよ うにな った。
他方、投資者 が撤退す るときには、持分譲渡、減資、解散 。清算、破産清算 などの
様 々な方法 が存在す る。 しか し、現状 と して は、合弁企業 の中国側 は外資 の撤退 に賛
同 せず、地方政府 の容認 が得 られな い場合 は、解散・ 清算、破産清算 の方法 を利用す
ることが考 え られ る。
もっ とも、 中国 にお ける企業 の破産清算 につ いて は、市場経済 による淘汰機能 を促
進 させ るために ① 、 2006年 8月 「 企業破産法」 が全国人民代表大会 の常務委員会 に
お いて採択 された。本法 で は再建型手続 と清算型手続 の両方 について規定 されてお り、
日本 にお いて も大 い に注 目 され た (2)。

しか しなが ら、企業破産法 の実際 の運 用実態

を見 ると、本法 は有効 に機能 して い るとは考 え られ に くい状況 であ る。例 えば、 中国
にお いて民営企業 が最 も盛 んな地域 の一 つ とも言 え る浙江省 の運用状況 に注 目す ると、
2008年 か ら2011年 の間、毎年浙江省 の裁判所 が受理 、審理 した倒産案件 は、 いず れ も
数百件 に止 ま って い る (3)。 また、 破産法 が十分 に活用 されて い な い原 因 は、複合 的
ではあるが、主 に地 方政府、裁判所、債務者、債権者側 の事情 に深 く関わ って い ると
考 え られて い る (4)。 こ ぅ した現状 を受 け、投資 の撤 回 につ いて は、 会社 の解散 。清
算 による方法 も一 つの選択肢 として浮上 す ることになろ う。
前述 のよ うに、企業 の破産清算時 の規定 は破産法 とい う単行法 によ り定 め られて い
るのに対 し、会社 の解散・ 清算 に関わ る法制 は、 中国 の会社法 で定 め られて い る。 し
か し、株 主 による会社解散請求権 に関す る法 規定 は一 か条 しか存在 してお らず、極 め
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て簡素 な もの となって い るため、 その具体的 な基 準 の完備 につ いて は、最高人民法院
の司法解釈 によ り図 られて いる。 そ して、関連す る司法解釈 の 中身 を見 ると、会社法
にお ける内容 との比較 において は一 定 の明確化 が 図 られて い るとはいえ、制度 の運用
にお いてはなお曖味 な部分 が残 されて いると言 わざるを得 な い。
そ こで、本稿 は、株 主 によ り会社 を 自主的に解散・ 清算 を行 う場合 の裁判実務 を中
心 に実態 の検証 を試 み る こととしたい。具体的 には、二 にお いて、会社 の解散・ 清算、
と りわ け株主 が会社解散訴訟 を提起 しうる事 由 に関 わ る重要 な規定 につ いて、 そ の法
制度 の 内容 を概観 してみた い。 そ して、 三 にお いて は、近時 の会社解散訴訟 に関 わ る
幾 つ かの事例 を取 り上 げて紹介 した うえで、会社解散 を認 める際 の重要 な事項 を抽 出
してみた い。以上 の検討 を経 て、最後 の 四で は、中国 における会社解散制度 の運用 の
特色 または特徴 を検討 してみ る ことと した い。

二 、 中国 における会社の解散・ 清算 の 中核法規 の概観
1、

会社法 183条

会社設立後、 その運営 において株主間 または経営者間 で人為的 な対峙状態 に陥 ると、
会社 の 出資者 である株主 にと って甚大 な損失 を被 るおそれが生 じる。 このよ うな事 態
を解消す るために、 2005年 に改正 された中国 の会社法 では、株主 による解散請求制度
が新 たに設 け られた。
改正 された会社法 の183条 は、
「 会社 の経営管 理 に重 大 な困難 が生 じ、会社 が存続す
れば株 主 の利 益 に重 大 な損失 を被 らせ るおそれがあ り、 その他 の方法 を通 じて解決す
ることがで きな い場合 には、会社 の全株主 の議決権 の100分 の 10以 上 を保有 す る株主

Jと 定 めている。
は、人民法院 に対 し会社 の解散 を請求す ることがで きる。
183条 の解釈 を巡 って、 中国 の代表的 な学説 は次 のよ うに解説 を行 って い る (5)。 第

1に 、会社法 183条 でい う「 会社 の経営管 理 に重 大 な困難」 とは、会社 の財務的 な危
機 を指 して いるわ けで はな く、会社 を管 理 または運営す る際 の困難 を意味 して い る。
なぜな らば、財務上 の難局 が生 じていれば、会社 の再編 または破産手続 によ って解決
す べ きだか らである。第 2に 、「株主 の利 益 に重 大 な損失 を被 らせ るおそれ」 が ある
状態 が生 じた場合、会社 の存続 は株主 にとって 当初会社設立時 の 目的 を実現す ること
がで きな くな るだけで はな く、 よ り株主 に甚大 な経営 リス クを負 わせ る ことになる。
こ うした状態 を解消す るために183条 が設 け られた と考 え られて いる。第 3に 、「そ の
他 の方法 を通 じて解決す る ことがで きな い場合」 とい うの は、株主間 の協議 が調 わず、
会社法 で用意 されて い るその他 の方法 を用 いて も解決 で きな い ことを指 して いると指
摘 している。
また、
「 会社 の経営管 理 に重 大 な困難」 とい う要件 を巡 って は、有力説 は、対外的
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なものおよび会社内部 の問題 に細分化 して い る。 そ して、前者 については、対外的 な
経営活動 が順調 に行われていないために株主 の利益 が著 しく害 されて い ることを指 し
て い るのに対 し、後者 については主 に会社内部 における運 営時 の問題、す なわち、経
営膠着状態 に陥 ったことを意味 していると理解 されている (6)。

2、

関連する重要な司法解釈

2005年 に改正 された会社法 は、株主 による解散請求制度 については183条 を設 けて

はい るが、 その内容 は極 めて簡素 な もの とな ってお り、条文を適用す る際 の具体的 な
基準 が欠如 している。 そのため、 2007年 5月 に、最高人民法院 は、
「関於『中華人民
共和国公司法 (会 社法)』 若干問題的規定
う)と い う司法解釈

(つ

(2)」

(以 下、
「会社法司法解釈 (2)」

とい

を公布 し、会社解散訴訟 に関す る提起事 由お よび清算時 の諸

事項 などを中心 に、 その基準を条文化 した。
その詳細 を見 ると、株主 による会社解散訴訟 の提訴事由 については、第 1条 1項 は、
「 単独又 は合計 で会社 の全株主 の議決権 の100分 の10以 上を保有す る株主 は、次 に掲 げ
る事 由のいずれかによ り会社 の解散訴訟 を提起 し、且 つ会社法第 183条 の規定 に符合
す るときは、人民法院が訴訟 を受理 しなければな らない。①会社 が 2年 以上連続 して
株主会又 は株主大会 を開催す ることがで きず、会社 の経営管理 に重大な困難が生 じた
場合、②株主 の賛成票 が法定又 は会社定款 に定 める比率 に達 しな いため、 2年 以上連
続 して有効 な株主会又 は株主大会 の決議 をす ることがで きず、会社 の経営管理 に重大
な困難 が生 じた場合、③会社 の各取締役 の意見が長期 に渡 って一致 せず、且 つ株主会
又 は株主大会 もこれを解決す る ことがで きず、会社 の経営管理 に重大 な困難 が生 じた
場合、④会社 の経営管理 において、 その他 の重大な困難が生 じ、会社 を引続 き存続 さ
せることは株主 の利益 に重大 な損失 を被 らせ る場合。
」 と定 めている。
また、会社解散訴訟 が受理 されな いケースについて は、「会社法司法解釈

(2)Jl

条 2項 は、次 の 3つ の提訴理 由を掲 げて い る。す なわち、①「株主 の情報 を知 る権利、
利益配当請求権など権利・ 利益が害 された こと」、②「会社 に欠損 があ り、 その財産
を用 いて も債務 を完済す る ことがで きない こと」、 および③「会社 の営業許可証 が取
り消 された後、 その清算 が行 われて いないことJに 基 づ き、会社解散 の訴訟 が提起 さ
れたときは、人民法院 はそれを受理 しないとされて い る。
最高人民法院 による「会社法司法解釈

(2)」

1条 の説明では、本条 を制定す る際 に、

以下 のよ うな問題を念頭 に置 き、 その解決方法 を模索 して いた。
第 1に 、全株主 の議決権 の100分 の10以 上 を保有す る株主 の計算方法 については、
会社法 183条 は規定 していな い。 そこで、複数 の株主 によ り会社解散 の訴訟 を提起 し、
その合計 は全株主議決権 の10%を 超えてはいるが、 そのいずれかが10%に 満 た して い
ない場合、訴訟 が受理 され るか否 かが問題 となる。 10%要 件 の趣 旨 としては、少数 の
ｎυ
ａυ
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株主 によ ってむ やみ に提訴 がな され ること (8)に よ り会社 の正 常 な経営 に悪 影響 を及
ぼす ことを危惧 して い るため、会社法 183条 において 10%と い う要件 が設 け られ た。
しか し、解散訴訟 を提起す る複数 の株 主 の全体 が 10%を 超過 した場合、 これ らの株 主
と他 の株 主 との間 に均衡 を図 る必要性 が生 じるた め、
「 会社法司法解釈
は、
「合計」 とい う基準が新 たに設 け られた 。)。

(2)」

1条 で

第 2に 、
「会社 の経営管理 に重大 な困難 Jを 巡 る問題状況 を見 ると、経営膠着状 態
は、往 々に して株主会 または取締役会 にお け る対立 に起 因す ると指摘 されて い る (10)。
こう した紛争状況 を受 け、最高人民法院 は、
「 会社法司法解釈

(2)」

1条 1項 の①、

② では、株主会 の問題 について、同条 1項 の③ では取締役会 における問題 について、
両者 を区別 して規定す ることとした (11)。
第 3に 、会社法 183条 の立法趣 旨か らして、株主 の利益 を保護 する ことは、本条 の
目的である。 したが って、
「 会社法司法解釈 (2)Jl条 1項 の①―③ 以外 に、 その他
の起訴事由を設ける必要 があるかどうかが、本司法解釈制定時 の検討 の対象 とな った。
実際、会社 の不当な経営 が行 われて いるとき、会社 の財産 が濫用 されるとき、 または
会社 が経営 の基盤を失 ったときは、株主 の利益 を考慮す る必要性が生 じるため、 1条

1項 の④ が設 けられ た。 そ して、最高人民法院 は、 この弾力的 な規定 を通 じて、条文
に解釈 の余地を持たせなが ら株主 の利益 を図 ろうとしている (12)。
上記 では、株主 による会社解散請求権 を巡 る重要 な法規 の鳥欧 を試 みることとした
が、総 じて言 えば、
「 会社 の経営管理 に重 大 な困難Jに ついて、最高人民法院 は司法
解釈 を制定 し、 その基準 を明確化 しようとしたが、 その「 困難」 とは具体的 にどのよ
うな状況を意味す るのかについては不透明 さが依然 として残 されて い る。 また、 1条

1項 の④ という規定 の射程 は極 めて曖味であ り、具体的 な事案 を通 じて検証す る必要
があろう。
以上 のよ うな立法状況 を踏 まえて、次 に株主 による会社解散請求権 を巡 る事案 を検
討 し、解散 が認め られる ことに至 る重要 な要素 を抽出 してみたい。

三、 株主による会社解散請求権 を巡る事案 の紹介
1、

会社 の解散が認められた事案

(1)事 案 1(13)
1)事 実概要
2007年 12月 、資本金 5万 元 を有す るY社 (被 告、控訴人)が 成立 した。 A(一 審 の

第二者、二 審 の控訴人)、

B(一 審 の第二者、 二審 の控訴人)お よび Cは その 出資者

とな っている。2008年 10月 、 Y社 の株主会 が開かれ、会社 の資本金を55万 元 まで増加
させ ること、 および株主 が X(原 告、被控訴人)、
70
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Aは それぞれ455%、 455

9%の 株 を所有す るよ うにな った。 また、会社 の定款 で は、会社 の資本金 の増加

または減 少、会社 の合併、 および解散 などの重 要 な事項 につ いて は、議決権 の 3分 の

2以 上 を保有 す る株主 の同意 が必要 と定 め られて い る。
2010年 6月 、 Xの 父 は、会社 の経営 などに不満 を抱 き、 Yに 対 して、 Xの 出資分 を
他人 に譲渡 して もらい、 Yへ の投資 を回収 した い 旨を伝 えた。 (Xの 父 が Yに 対 して
主 張 したの は、 Xか らの Yへ の投資 は、実質上 Xの 父 によ って 出資 したため と思 われ
る)。

しか し、持 分譲渡 の要求 を実現 させ ることがで きなか ったため、 Xは 会社 Yの

解散 を求 めて提訴 した。
原告 の主張 に対 し、 Yは 、会社 の経営 は順調 で、有効 な決議 が行 われて い るの みな
らず、利益 を も創 出 して い るため、 その解散 は認 め るべ きではな い と反論 した。

2)判 決 の概要
① 一 審 は、 出資者 間 の対立 の状況 を踏 まえなが ら次 のよ うに判決 を下 した。
確 か に Y社 の経営 にお いて利益 を確保 して はい るが、 しか しなが ら出資者間 の意見
が激 しく対立 してお り、会社 の重要 事項 につ いて決議 に至 ることがで きな い状況 であ
る。 したが って、会社内部 の状況 はすでに膠着状態 に陥 ってい ると言 わざるを得 ない。
一 審 は、 このよ うに判断 を した上 、会社 の解散 を認 めた。
一 審判決 に対 し、 Yお よび Y社 の 出資者 であるAと Bは 、 Yの 経営状況か らす ると
特 に問題 が生 じてお らず、利 益 を も確保 して い る し、 また、「 会社法司法解釈

(2)」

1条 1項 の規定 によれば、会社 が 2年 以上連続 して株主会 が 開催 されな い ことが重 要
な要件 とな って お り、 Yの 株主会開催 の状況 を見 ると、 この要件 を満 た していない。
以上 のよ うな ことを主 な理 由 と して、上訴人 らは会社 の存続 を求 めた。
② 二 審 は、次 のよ うに述 べ、上 訴 を棄却 した。
第 1に 、 Xは 、 Y社 の455%の 株 を所有 してお り、会社法 183条 お よび「 会社法司
法解釈

(2)」

1条 1項 の規定 に従 えば、会社解散 の請求権 を有 して い る。

第 2に 、 Y社 の株主 Aお よび Bは 、以前 Xを 訴 えた ことがあるな どの経緯 を踏 まえ
ると、 Xと A、

B間 の関係 が著 し く悪化 し、三 者 が共 同 して会社 を経営す ることの可

育旨性が存在 して いないと言 わざるを得 ない。 また、 Y社 の定款 によれば、会社 の重要
事項 の決定 について 3分 の 2の 議決権が必要 とされてお り、 Xは Y社 の455%の 株 を
有 して い るため、重要 な経営判断 を行 うことが不可能 である。 したが って、 こ うした
状況 は「会社 の経営管理 に重大 な困難」 に当 たると言 えよう。 さらに、 Y社 は利益 を
あげて い るが、会社 が実質上 Aお よび Bの 支配下 にあ り、 Xに は、会社 の経営状況 な
どが知 らされてお らず、 A、 B二 人 がその利益 を独 占 して い る。 こ うした状況 を考 え
ると、 Y社 を存続 させることはXの 利益 に重大 な損失 を被 らせることになる。
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第 3に 、確 かに「 会社法司法解釈

(2)J5条 1項 は、「 人民法院 が会社解散 の案件

を審理す る際 に、調停 を重視 す る必要 があ る。」 と定 めている。 しか し、 この条文 は、
調停前置主義 を意 味 して い るわけで はな い。 また、本件 において は、複数回 に渡 って
当事者間 の和解 を試 み、法院 によ りXの 持分 の A、

Bへ の譲渡 などの提案 が行 われて

い たが、紛争 が 円滑 に解決 されなか った。 したが って、本件 にお いて は、調停 の模索
が十分 に行 われたと言 え る。
以上 のよ うな ことを理由 に、二 審 は、 上訴 を棄却 し、一 審判決 を維持 した。

3)分 析
本件 で は、 Y社 に三 人 の出資者 が存在 してお り、 Xは その455%の 株 を有 して い る
に もかかわ らず、数年 に渡 って、 Xに はY社 の業務 に関す る情報 が知 らされてお らず、

B二 人 が Y社 の利益 を独 占 して い る。 こ うした状況 を踏 まえ ると、 Y社 の業務 が
一応 困難 な く行 われて い るが、 その業務 の執行 が Aお よび Bに よって利 己的に行 われ
A、

ているため、 Xが 長期間 に渡 って不利益 を被 ってい る。
また、 A、 Bが Xを 訴 えた ことが あ ることを勘案す ると、 Xと A、

B間 対立 が非常

に深刻 であ り、 出資者間 の信頼関係 が完全 に破壊 されたと見 ることがで きる。 こ うし
た状況 は、 い わゆる経営膠着状態 に該 当す ると理解す ることがで きよ う。
さ らに、本件 にお いては、 Xの 持分払戻 しなどの方法 が提案 され、相当 な努力 によ っ
て 当事者間 の和解 が模索 されて いたが、紛争解決 には至 らなか った。本件 での試 みに
着 目す ると、実際 の紛争処理 にお いて、持分 の譲渡 は難局 を打開す るための重要 な手
段 として考 え られ よ う。
なお、本件 について は、以下 の 2点 が注 目に値す ると思われ る。第 1に 、本件 にお
いて、 Y社 の定款 によれば、会社 の解散 につ いて 3分 の 2以 上 の議決権 が必要 とされ
ているのに対 し、 Xの 所有 す る持分 は455%に 止 ま って い る。 そ して、 一 審、 二 審 と
も、定款 の定 めよ り、本件 における紛争 の具体的 な状況 に着 日 し、 Y社 の解散 を認 め
た。第 2に 、 二 審 は、
「 会社法司法解釈

(2)」

5条 1項 で定 めている「 調停 を重 視 す

るJ点 につ いて、調停前置主義 を採用 して い るわけではな い ことを明言 して い る。
概 して言 えば、本事案 か ら明 らか にな ったよ うに、株主 による会社解散請求 を認 め
るか否 かを衡量 する際 に、① 出資者 間 にお ける信頼関係 の破壊 の度合、②解散 を求 め
る出資者 にと って、会社 の業務執行、利 益分配が どの程度不公正 に行 われて きたかが、
重要 な判断要素 となろう。

(2)事 案 2(1。
1)事 実概要
1998年 5月 、江蘇省銅山県政府 によ り、
「銅 山県飼料場」 (以 下、 Aと い う)と い う
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企業 の改組 に関す る公文書 が 出 され (lD、 Aの 株式化 が進 め られた (16)。 この公文書
に従 い、 Aの 改組 にあたって、 1株 につ き 1万 元 の100株 が発行 され、 そ のす べ てが
従業員株 とな って いた。 そ して、 1998年 10月 、 Aの 改組 によって Y社 (一 審被告、二
審控訴人)が 設立 され、登記 が行 われた。 また、 Aの 組合 X(一 審原告、二審被控訴
人)は 65万 元 を出資 し、 B、 Cは それぞれ 3万 元、 D、

E、

Fは 各 自 2万 元を出資 し

た。 その結果、 Y社 の資本金 の総額 は77万 元 とな ってお り、 Xは 、844%、

39%、

D、

E、

B、

Cは

Fは 26%の Y社 株 を所有す るようにな った。

2007年 11月 、 Y社 の株主大会が行 われ、 その決議 によって、 B、

C、

D、

Eは 、 自

分 の持分 をすべ て Gに 譲渡 し、 Xは 、 Y社 の4805%の 株 を Gに 譲渡 した。 また、 G
はY社 の約61%の 株 を所有 し、 その執行取締役 とな った。
2008年 12月 、 Y社 の株主大会 が再度行 われ、 Gは 自己の所有す る全株 を Hに 譲渡 し

た。 Hは 、 Y社 の執行取締役 および「法定代表人Jと なった。

Y社 が成立後、生産経営活動 が停滞 し、株主大会 は開催 されて いたが、 その中で生
産経営活動 に関す る決議 が全 く行 われて いなか った。 こうした状況を踏 まえて、2012
年 7月 、 Xは 株主大会 を招集 し、 Y社 の解散 。清算 について議論 を行 ったが、解散 の
議決 に至 る ことがで きなか った。 2012年 8月 、 Xの 20数 名 の構成員 は大会 を開 き、 Y
社 の解散 を 目的 とす る訴訟 を提起す ることを決定 した。

2)判 決 の概要
①一審 では、徐州市鼓楼区人民法院 は以下 のように認定 して、請求を棄却 した。

Y社 株 の364%を 所有 してお り、会社法 183条 および「会社 法司法解
釈 (2)」 1条 の定 めている10%を 超えたため、 Y社 の解散訴訟 を提起す ることができ
ると判断 した。 また、 Xは 、元 々 Aの 組合 であ り、訴状 に捺印 した組合 の印鑑 は提訴
のために新 しく作成 した ものではあるが、 A組 合 とい う社団法人 の実体 が依然 として
存在 して いるために、 A組 合 を名義 にY社 の解散訴訟 を提起す る ことがで きる。
第 2に 、 Y社 は、改組 されてか ら14年 ほど経過 していたが、 その間、株主大会 にお
いて経営 に関す る決議 が全 く行われてお らず、 Y社 は実質上生産停止 の状況 に陥 って
いた。 また、 14年 に渡 って Y社 が生産停止 の状態 にあったため、営利す ることができ
第 1に 、 Xは

ず、長期間株主 の利益 に重大 な損失 を被 らせて いた と言 えよう。 さらに、2012年 7月
の株主大会 において、一 致す る意見に至 ることができず、且つ本件審理期間中調停 が
行 われて いたが、紛争解決 には結 びつかなか った。 こうした状況 を踏 まえると、 Y社
は経営膠着状態 にあ り、 そのまま存続 させれば、引き続 き株主 の利益 に損失 を被 らせ
ることになる。
以上 のよ うな理解 の もとで、一 審 は、 Y社 の解散 を認 めるとす る判決 を下 した。
一審判決 に対 し、 Yは 以下 のよ うな理由により上訴 した。第 1に 、 Xの 構成員 らが
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資金 を出す際 に発行 した領収書 では、 Y社 の株 を購入す ることが記載 されてお らず、
そ して、領収書 の捺印 はAの 財務 の印鑑 となっている。 また、一審提訴時 に利用 され
ている印鑑 は、提訴 のために新 しく作成 されていたA組 合 と表記 された もので ある。
したが って、 Xは Y社 解散訴訟 を提起する資格 がない。第 2に 、 Hは Y社 の60%ほ ど
の株 を所有す る重要 な株主 であるため、本来 ならば訴訟 に参加すべ きであ った。 しか
し、 Y社 解散 の訴訟が提起 される際 に、 Hに は知 らされて いなか った。第 3に 、 Hは

Y社 の経営改善 に様 々な工夫を行 ってお り、 Y社 が存続 して も株主 の利益 に損失 を被
らせ るものでない。
② 二 審 では、次 のよ うに判断 され、上訴 が棄却 された。
第 1に 、 Y社 の工商登記証書 では、 Xが その株主 として記載 されてお り、且 つ、 X
はY社 の10%以 上 の株 を有 して いる。 また、 Xの 28名 の構成員 に意見聴取を行 ったと
ころ、全 員 が Y社 の解散 に賛同 して い る。 したが って、 Xに よ りY社 解散訴訟 を提起
す ることが可能 である。

4条 によれば、会社解散 に関す る訴訟 の被告 は会
社 となっているため、 Y社 は被告 として適格 である。確 かに、 Y社 の存続 にHの 利益
第 2に 、
「 会社法司法解釈

(2)」

が深 く関わ ってお り、 そのため、訴訟 の第三者 として参加す ることができる。 また、
Xは 提訴す る際 にその旨をHに 通知すべ きである。 しか し、本件 の事実 を踏 まえると、
2012年 7月 に開催 されたY社 の株主大会 には、 Hも 出席 してお り、大会 ではY社 の解

散 について議論 されて いた。 そ して、 2012年 8月 、 Xの 構成員 による会議 が開かれ、
Y社 を解散す る訴訟 を提起す ることが決 め られた。 その際、 Hも 同席 して いた。 さら
に、一審審理中、 Hが Y社 の法定代表人 として訴訟 に参加 していた。以上 のよ うな こ
とを勘案す ると、事実上 X、 H間 の対抗関係 がすでに形成 されてお り、 Xは 通知 の義
務 を履行 し、 Hを 訴訟 の第二者 として追加 させる必要性がない。
第 3に 、本件 では、 Y社 が成立 した後、正常 な経営活動 が行 われてお らず、 14年 間
に渡 って営業停止 の状態 にあ った。 また、 その間、会社 の経営 を支配す る株主 は、経
営上 の努力 を怠 ってお り、 Y社 の復活 を実現するための経営判断 に関わる株主大会 は、
一 度 も開催 されなか った。 そのため、 Y社 は長年 の間生産 が停止 し、 これによ りY社
の従業員株主 らに損失 を被 らせ、株主間の対立 が深刻 な ものとな っている。 さらに、
こ うした状況 によ り、政府部門 に従業員か らの苦情や Y社 を巡 る不満が殺到 し、長期
に渡 って それに関連す る申 し立てが頻繁 に生 じて いた。 なお、本件 は、一審 で調停 を
試 みたところ、 その打開策 を見 出す ことがで きず、 Y社 は事実上経営膠着状態 に陥 っ
てお り、 その正常 な経営 に戻 ることが不可能 であると言わ ざるを得 ない。仮 にY社 を
存続 させれば、引き続 き株主 の利益 に損失 を もた らす ことになる。
以上 のよ うな こと理由に、二審 は、上訴 を棄却 し、一審判決 を維持 した。
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3)分 析
本件 は、 中国 における独 自の事情 と深 く関連 している。す なわち、国有企業 の活性
化 を図 るために、政府 によ って企 業 の改組 が進 め られ、 そ の中 で、企業 の株式化 が模
索 されて い た。 そ して、従業員 が所属す る企 業 の株 を所有す ることによ って、従業員
の労働 意欲 の 向上 、 また企 業経営 に関心 を持 つ ことが大 いに期待 されて いた (17)。 本
件 の紛争 はこうした背景 の もとで生 じた もので ある。
そ して、本件 において、小型国有企業 が改組 され、従業員株 が発行 された。 その中、
旧国有企業 の組合 の諸組合員 は共同出資 して、改組 によ って設立 された Y社 の株 を購
入 した。 しか し、 Y社 誕生後 の約 14年 間、株主会 は開催 されていたが、 Y社 の経営 に
関す る議決 が一 切行われ てお らず、 Y社 は実質上生産停止 の状況 に陥 った。 そ こで、
出資 した組合員 は 自己の資金 を回収す るために、 Y社 の解散 を求 めて訴訟 を提起 した。
裁判 の結果 を見 ると、約 14年 間 に渡 って経営活動 が停止 していた とい う状況 が重要 視
され、 Y社 が正 常 な経営 に復帰す る見込 みが全 くな いと判断 され、 Y社 の解散 が認 め
られた。
本事案 につ いて、以下 の 2点 に注 目す る必要 があ ると思 われ る。第 1に 、本事案 に
おけるY社 が長 い年月、生産 停止 の状況下 にあ った。 つ ま り、 Y社 は恒常的 に経営停
滞状 態 にあ ったため、 その存続 は少数派株主 に不利益 を被 らせ るだ けであると判断 さ
れた ことで ある。第 2に 、 二 審判決 でい う、
「政府部 門 に従業員 か らの苦情 や Y社 を
巡 る不満 が殺到 し、長期 に渡 ってそれ に関連す る申 し立 てが頻繁 に生 じて い たJ点 で
ある。具体 的 に言 えば、 中国 で は、 国有企業 の改組 に伴 って、失業者 の増加 や賃金 の
減少 などの問題 が生 じたため、人 々の社会 へ の不満 が徐 々に蓄積 され るようにな った。
そ して、政府 に と って社会全体 の安定維持 は喫緊 の課題 とな って い る (18)。 こ ぅした
事情 の中 で、 Y社 の解散 を認 め る ことは不満 を和 らげる ことに有利 のため、解散 の判
断 を促進 させた と見 ることがで きよ う。
以上 をま とめ ると、本事案 か ら明 らかにな ったよ うに、株主 による会社 の解散訴訟
を巡 り、会社 の経営状態 は解散 の可否判定時 の重要 な要素 となる。 また、 中国 の独特
な判断基準、す なわち従業員 の不満解消 および社会 の安定維持 も、会社 の解散 を判断
す る際 に重 要 な比重 を占めてい ると言 え よ う。

2、

会社 の解散が認められなか った事案―事案 3(19)

(1)事 実概要
X社

(一 審原告、二審控訴人)は 上海 にあるポ ンプを中心 に製造す る会社 で ある。

2002年 6月 、 X社 は、 自社 の製品 を北京 で販売す るために、 A(訴 訟第三者)と 共同

出資 して Y社 (一 審被告、二審被控訴人)を 設立 した。 その出資額 については、 それ
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ぞれ25万 元 となってお り、 Aは Y社 の執行取締役 となった。 また、 Y社 を設立す る際
に、 X社 とAと の間で、 Y社 が X社 の製品 を北京で独 占的 に販売 する こと、 およびY
社 が製品販売後 のサー ビスを提供する ことを約束 した。

Y社 成立後、 X社 の製品販売 その ものについて は順調 であ った。 しか しなが ら、 Y
社 はX社 の製品仕入後 の代金支払 いについては遅滞 し、 また、 Y社 はX社 に対 しY社
の会計報告書 の提出を も怠 った。 そ こで、 X社 は、連続 して株主 の会計帳簿閲覧請求
権 を行使 し提訴 した 。。 帳簿閲覧請求権 を巡 る訴訟 ではX社 が勝訴 した (21)が 、 x
社 とAと の対立状態が解消 されず、紛争解決 には至 らなか った。 また、 X社 とAと の
間で対立 が生 じたため、2007年 8月 、 X社 は北京 で支社 を設立 し、 自社製品 の販売 を
)。

行 っている。
こうした状況 の下、2011年 、 X社 は以下 のよ うな理由に基 づいて、北京市西城区人
民法院 に対 し提訴 し、上記 のよ うな対立状態を解消 しようとした。 まず、 X社 とAは
各 自50%の Y社 株 を有 して い るとい う異例 の状況 が生 じて い る。次 に、 Y社 は約 5年
の間 に有効 な株主大会 の決議 が行 われていなか ったため、経営膠着状 態 に陥 っている
ことで ある。
原告 の主張 に対 し、 Yは 、 Y社 が成立 して 9年 も経 ってお り、 そのプラ ン ドカが形
成 され、経営状態 も良好 であること、 および X社 の北京支社 とY社 は競業関係 にある
ため、 X社 の解散請求 には不当な 目的が存在 して いることを理 由 に反論 して い る。

(2)判 決 の概要
①一審 では、以下 のよ うに認定 して、判決 を下 した。
会社法 183条 および「 会社法司法解釈

(2)」

1条 は、株主 の会社解散請求権 につい

て規定 している。 その会社解散 に関す る実質的 な要件 は会社 が経営膠着状 態に陥 る こ
とであると言 えよう。 そ して、 その経営膠着状態 とは、会社 の経営管理が重大 な困難
が生 じて しまい、 その他 の方法 によって も解消 されない状況 を意味 して いる。す なわ
ち、会社 の経営 が停滞 し、 これによって株主 の投資 は重大 な リスクにさらされ、株主
の利益 に重大 な損失 を被 らせ ることである。本件 では、確 かにX社 とAが それぞれ50

%の Y社 株 を有 してい るため、有効 な株主大会 の決議 に至 らなか った。 しか しなが ら、
こうした事情 によって、 Y社 内部 の経営管理 に問題 を生 じさせ、正常 な経営活動 を阻
害 させたわけではない。 また、 Y社 の経営状況 を見 ると、 Y社 は、正常 に取引を行 っ
てお り、従業員 らの賃金 および従業員 らの社会保険 に関す る諸費用 を支払 っている。
したが って、 Y社 の経営 には特 に問題 が生 じて いないと考 え られる。 なお、仮 にX社
は、 Aの 経営活動 によ って、 Xの 利益 が侵害 されたことを証明す ることができれば、
会社法 における株主 の利益を保護する規定 に従 い、別件 で提訴す ることも可能 である。
以上 のよ うな理解 の もとで、一 審 は会社法 183条 および「 会社法司法解釈
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条 の規定 に従 い、 Xに よる解散請求 は認 め られないとい う判決 を下 した。

Y間 において数回 の訴訟 が起 こってお り、 また、 Y社
が長 い年月 に有効 な決議 に至 らなか ったことは、 Y社 が実質上経営膠着状態 に陥 って
一審判決 に対 し、 Xは 、 X、

い る ことを意味 して い るとして上訴 した。
② 二審 では、次 のよ うに判断 され、上訴 が棄却 された。
確 かに、経営膠着状態 に陥 っている会社 について、 その もっとも有効 な解決手段 は
会社 の解散 である。 しか しなが ら、経営状態 の良好 の会社 に対 して、会社 内部 の決定
機構 が一時的 に機能 しなか ったため、 その会社 の解散 を認めることは、明 らかに コス
トが高す ぎて、資源 の無駄 であると言 わざるを得 ない。本件 については、 Y社 は一定
の期間 にお いて株主会 の決議 に至 らなか ったが、 これによ って Y社 の経営活動 に特 に
実質的 な影響 を及ぼさなか った。 また、 Y社 の経営状態 も良好である。 こうした状況
を踏 まえる と、 Xに よるY社 の解散請求 の理 由 は不十分 である。
以上 のよ うな ことを理 由 に、二 審 は、上訴 を棄却 し、一審判決 を維持 した。

(3)分 析
本事案 における事実 を踏 まえると、投資者間 の信頼関係 は完全 に崩壊 してい ると言
えよう。す なわち、 Y社 の株主 X社 は、他方 の株主 Aに 対 して、甚 だ しい不信感を抱
いてい るため、会計帳簿閲覧請求権 を巡 る訴訟 を繰 り返 し提起 している。 また、 X社
は自社製品 を販売す るために、 Y社 の所在地 にお いて支社 を新設 した。 こうした事情
を勘案す ると、両者 の信頼関係 を回復 させ る可能性 はほとんど残 って いな い と考 え ら
れる。 そ して、 X社 とAと の関係 が悪化 したため、 Y社 の経営活動 に関 わる決議 が行
われて いなか った。以上 のよ うな状況を踏まえると、 Y社 は実質上経営膠着状態 に陥 っ
ていると言 えな くはな い。 その ため、会社法 183条 および「会社法司法解釈

(2)」

1

条 の規定 を適用 し、 Y社 の解散 を認める可能性 が全 くないわけではない。
しか しなが ら、本事案 の一審、二審 は、 Y社 が正 常 な経営活動 を行 っていることを
理 由 に、 その解散 を認 めなか った。
確 かに、本事案 において、 Y社 の取引の状況、 および従業員 らに対す る賃金 の支払
いの状況 を踏 まえると、 Y社 の経営状態 には特段 の問題 が生 じて いない と考 え られる。
しか し、会社法 183条 および「会社法司法解釈

(2)」

1条 は、「会社 の経営管理 に重大

な困難Jを 解散事 由 として定 めてお り、 したが って、本事案 にお けるXの 利益 を図 り、

Y社 を解散 しよ うとす るな らば、 その法的根拠がないわけではない。 ところが、本事
案 の Y社 は経営膠着状態 に陥 り、 その打開策 が ほぼ考 え られないに もかかわ らず、 Y
社 の解散 を認 めない理由はどこに求 め られるか。
それ は、本事案 にお ける特殊 な事情 が存在す るか らであると思われる。す なわち、

Y社 設立時、 Xは 競業避止義務 を負 うことになってい る。 に もかかわ らず、 Xと Aと
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の対立が深刻化 してい く中、 Xは 、 Y社 と競業関係 にあるXの 支社 を設立 した。 こう
した状況 の中、仮 にY社 が解散 されれば、清算 の過程 で Aの 経営努力 によ って獲得 し
た顧客 の情報 を、 Xは 把握 し、 これを Xの 支社 に提供す ることによ って、支社 の顧客
が増 えると予想 される。 このよ うな特殊 な事情 は、 Y社 の解散 を認めなか った重要な
原因 と考 え られる。
しか し、 Y社 を存続 させた ことによ り、 X、

A間 の対立不和 を継続 させた こと (22)

を勘案す ると、 Y社 の解散 を認めなか ったことが最良 の紛争解決方法 として認 めるに
首肯 しがたい。

1ま

四、 中国 における会社解散制度 の運用 の特色
1、

条文 の内容 の再整理

二で紹介 したように、中国 のおける会社解散法制 は主 に会社法 183条 および「 会社
法司法解釈 (2)」 1条 によって構成 され、裁判実務 における制度適用 の特徴 を抽出す
るために、以下 では、関連す る条文内容 の構造 を再度明確化 してみたい。
会社法 183条 は、
「会社 の経営管理 に重大 な困難 が生 じ、会社 が存続す れば株主 の利
益 に重大 な損失 を被 らせ るおそれがあり、 その他 の方法 を通 じて解決す ることがで き
ない場合」 と規定 し、会社 の解散事由 に関す る原則 を定 めている。
これに対 し、「会社法司法解釈 (2)」 1条 1項 は、 その原則 を明確化す るために、
以下 の 4つ の基準、す なわち、「①会社 が 2年 以上連続 して株主会又 は株主大会 を開
催す ることができず、会社 の経営管理 に重 大 な困難 が生 じた場合、②株主 の賛成票 が
法定又 は会社定款 に定 める比率 に達 しないため、 2年 以上連続 して有効 な株主会又 は
株主大会 の決議 をすることができず、会社 の経営管理 に重大 な困難 が生 じた場合、③
会社 の各取締役 の意見が長期 に渡 って一致 せず、且つ株主会又 は株主大会 もこれを解
決す ることがで きず、会社 の経営管理 に重大 な困難が生 じた場合、④会社 の経営管理
にお いて、 その他 の重大な困難 が生 じ、会社 を引続 き存続 させることは株主 の利益 に
」 を設 けて い る。
重大 な損失 を被 らせる場合。
以上 のよ うな規定 の内容 を見 ると、中国 における会社解散法制 の構造 について、次
のよ うに理解す ることができると思われる。
第 1に 、会社 の解散事 由の基本原則 としては、会社 の経営管理 に重大 な困難 が生 じ
たことにより、会社が存続すれば株主 の利益 に重大 な損失 を被 らせまたはそ の恐れ の
あるとき、その他 の方法 を通 じて解決 する ことがで きない場合 とな っている。
第 2に 、会社 の経営管理に重大な困難 は、株主会 の対立不和 と取締役会 の対 立不和
と 2分 され、株主間 の対立不和 については、「会社 法司法解釈

(2)」

1条 1項 の①、

② によ ってその認定基準 が明確化 された。 これに対 し、取締役会 の対 立不和 の判断基
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1条 1項 の③ によって明 らかに しよ うとして

1条 1項 ④ は、会社 の経営管理 に重大 な困難
についての拡大解釈 の余地 を設 けるための規定 とな ってお り、基準 の明確化 に資す る
ものではな いと見 ることがで きよう。 したが って、「会社法司法解釈

(2)」

1条 1項

の①、②、③ は、会社 の経営管理 に重大な困難 とい う要件 に包摂 されて い ると言 えよ
う。
第 3に 、以上 で明 らかにな ったように、中国 における会社解散事由を巡 る要件 は、
会社 の経営管理 に重大 な困難、会社 の存続 は株主 の利益 に重大 な損失 を被 らせまたは
その恐れのあること、およびその他 の方法 を通 じて解決す ることができないこととなっ
ていると考 え られよう。
したが って、三で紹介 した事案 を踏 まえて、 I「 会社法司法解釈

(2)」

1条 1項 の

①、②、③ が定 めている以外 の会社 の経営管理 に重大 な困難、 Ⅱ株主 の利益 に重大な
損失 を被 らせ ること、 Ⅲその他 の方法 の意味を明 らかにす る ことがで きるか否 かがポ
イ ン トとなろう。

2、

事案 から見た制度適用 の実態および特徴

(1)会 社 の解散 が認 め られた事案 にお ける条文 の適用
第 1に 、「会社法司法解釈

(2)」

1条 1項 の①、②、③ が定 めてい る以外 の会社 の

経営管理 に重大 な困難 については、二つの事案 では次 のよ うに理解 されてい る。事案

1で は、訴訟 などで株主間 の関係 が悪化 して きた ことおよび原告 が455%の 株 を有 し
て い るため、重要 な経営判断 を行 うことが不可能 であることが、経営管理 に重大な困
難 として考 え られて い る。 そ して、事案 2で は、会社 の成立後、正常 な経営活動 が行
われてお らず、 14年 間 に渡 って営業停止 の状態 にあ った こと、 および会社 の経営を支
配す る株主 は、長期間経営上 の努力 を怠 った ことが経営管理に重大 な困難 として認定
されて いた。
第 2に 、株主 の利益 に重大 な損失 を被 らせ ることについては、事案 1で は、原告 に
会社 の経営状況 などが知 らされてお らず、原告 と対立 して いる出資者 がその利益 を独
占 して いたため、株主 の利益 に重大 な損失 を被 らせたと判断 された。 また、事案 2で
は、長 い年月、会社 の正常な経 営活動 が一切行われてお らず、利益 も上 げられなか っ
た ことが判断 のポイ ン トとな って い ると思われる。
第 3に 、 その他 の方法 の意味 については、二つの事案 において次 のよ うに理解 され
て い る。 まず、事案 1で は、複数回 に渡 って持分払戻 などの方法 によ って当事者間の
和解 を試みた ことがその他 の方法 として考 え られて いた。 そ して、事案 2で は、会社
の経営 を支配す る株主 は、長期間経営上 の努力 を怠 って いたこと、 および会社 の復活
を実現 するための経営判断 に関わ る株主大会 は、一度 も開催 されなか ったことを踏 ま
″′
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えて、難局 の打開策 を見 出す ことがで きず、 すなわちそ の他 の方法 が考 え られな い と
理 解 されて いたで あろ う。

(2)会 社 の解散 を巡 る判断 に関す るその他 の事情
事案 2の 判決 で は、会社 の解散事 由 につ いて、「 政府部門 に従業員 か らの苦情 や Y
社 を巡 る不満 が殺到 し、長期 に渡 ってそれに関連す る申 し立てが頻繁 に生 じて いた」
ことに触 れて い る。 これ は改革開放後 の 中国 における独特 な事情 と言 えよ う。 この点
につ いて敷衛す れば、企業 の解散事 由を認定す る際 に、社会安定 の向上 に資 す るか ど
うか につ いて考慮す る可能性 が大 きいと考 え られ る。
また、事案 3の 紛争状況 を踏 まえ ると、被告 は経営膠着状態 に陥 り、 そ の打開策 が
ほぼ考 え られな い。 それ に もかかわ らず、被告 の解散 が認 め られなか った。前 述 のよ
うに、事案 3で は、競業避止義務 という独特 の事情 が存在 してお り、会社 の解散 によ っ
て原告 と対立す る株主 の利益 が害 され る恐 れがある。 そ して、 この事案 の解決方法 を
勘案す ると、裁判実務 で は、会社 の解散 を巡 る紛争 を解決す る際 に、解散 を求 め る出
資者 とこれに反 対す る出資者 の双方 の利益 が総合的 に衡 量 されて い ると考 え られ る。

五、 むすびに代えて
会社設立後、 その運 営 にお いて株主間 または経 営者間 で対立不和 の状態 に陥 ると、
株主 に甚大 な損失 を被 りうる。 こうした事態 を解消す るために、 2005年 に改正 された
中国 の会社法 の183条 は、株 主 による解散請求制度 を新 たに設 けた。 しか し、 183条 は
簡素 のため、 2007年 5月 、最高人民法院 は「 会社法司法解釈

(2)」

とい う司法解釈 を

公布 し、 その 1条 は解散事 由 の明確化 を図 る規定 とな ってい る。
本稿 は、会社解散 をめ ぐる法制 の概要 を説明 した うえで、具体的な事案検討 を通 じ
て制度運用 の実態 およびその特徴 を明 らかにす る ことを試みた。
概 して言 えば、中国 にお け る会社解散事 由 を巡 る要件 として は、会社 の経営管 理 に
重大 な困難、会社 の存続 は株主 の利 益 に重 大 な損失 を被 らせ またはそ の恐れ の ある こ
と、 およびそ の他 の方法 を通 じて解決す る ことがで きな いことが挙 げ られて いる。判
決 の 中身 を見 ると、概 ね こ うした要件 に即 して紛争解決 が図 られて い る。
また、各要件 の具体的 な認 定 につ いては、次 の通 りである。第一 に、会社 の経営管
理 に重 大 な困難 を巡 る判断 では、次 のよ うな ことが参考 にされて い る。 まず、会社 の
株主 の間、会社 の解散 を求 め る訴訟以外 にその他 の訴訟 が存在す るか ど うかを踏 まえ
て、 その信頼関係 の崩壊程度 について判断 され る。次 に、各株主 の株 の所有率 を勘案
して、今後重要 な経営判断が行 われ る可能性 の有無 が考慮 されて い る。 さ らに、会社
の経営停滞期間 の長 さと支配株主 による経営努力 の有無 も解散認定時 の重要事項 とな っ
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ている。第二 に、株主 の利益 に重大 な損失 を被 らせるとい う要件については、往 々 に
して会社 における利益 の創出状況 および利益 の原告株主 に対 す る分配状況 が考慮 され
ている。第三 に、 その他 の方法 による打開策 の模索 については、原告株主 へ の持分払
戻 は重 要 な紛争解決方策 として考 え られており、 また、裁判官 による調停 の試み も株
主 間 にお ける対立不和 の解消方法 として利用 されて いる。 そ して、紛争解決す る際 に、
解散 を求 める出資者 とこれに反対す る出資者 の双方 の利益が総合的 に衡量 されている
と思わ れる。
もっとも、中国 における紛争解決 に当 たって、 いわゆる社会安定 の向上 に資す るか
どうか という要素 も考 え られて い る。社会が激動す る中国 において、社会 の不安定 を
もた らす ことが警戒 されているため、会社 の解散 によ り社会 の不安要素 が増加す るの
であれば、 その解散 に慎重 にな らざるを得 ないであろう。
以上では、中国のおける会社 の解散請求 を巡 る訴訟 の実態 について検討 して きた。
総 じて言 えば、会社解散 を巡 る紛争処理 では、会社法制 の中身 その もの以外 に解散 が
もたらす社会影響 などの諸事情が総合的 に考慮 される傾向 にあると思われる。 したが っ
て、会社 の解散 によって投資 を回収す ることを検討す る際 には、 その特徴 を包括的 に
念頭 に置 いてお く必要 があろう。
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００

静岡法務雑誌 第 6号 (2014年 3月 )
運用J、 民事研修、677号 (2013年 )9頁 は、紛争多発 の原因を巡る諸見解 をまとめている。
(9)霙 暁明主編、最高人民法院民事審判第 2庭 編著「最高人民法院関於公司法司法解釈 (1)、

(2)理 解与適用J(人 民法院出版社、 2008年 )96頁 を参照。
(10)劉 敏「 関於股東請求解散公司之訴若千問題的思考J、 法律適用、第 247期 (2006年 )62頁
を参照。

(11)霙 暁明主編・ 前掲注 (9)98頁 を参照。
(12)霙 暁明主編 。前掲注 (9)101頁 を参照。
(13)甘 粛省高級人民法院 (2013)甘 民二終字第04号 民事判決書 を参照。
江蘇省徐州市中級人民法院 (2013)徐 商終字第0155号 民事判決書 を参照。
(15)中 国 において、改革開放政策 に転換 した後、従来 の国有企業 を巡 る改革 が行 われ るよう
にな った。 1980年 後半 か ら、企業 の経営方法 について請負経営責任制 が導入 され、 それ

(1の

以外 に、 中小 の企業 においては、企業 の リース経営制、企業財産権 の譲渡 など、新 しい
方法 も実験的に行われていた。 なお、中国 の国有企業 の改組 の経緯 につ いて は、小 日彦
太、田中信行『現代中国法 (第 2版 )』 (成 文堂、2012年 )383385頁 を参照 された い。

(16)中 国 の国有企業 の改組 が行 われて いる中、企業 の株式化 が進め られて い るが、国有資産
が株式市場 を通 じて流 出す る ことを防 ぐために、従業員 にいわゆる非流通株 が譲渡 され
て いた。本事案 における組合員 の株 の所持 は こ うした背景 の中か ら生 じた と思われ る。
なお、国有企業 が株式化 される際 の特徴 について は、 田中信行編『 最新 中国 ビジネ ス法
の理論 と実務』 (弘 文堂、2011年 )1524頁 を参照 されたい。
(第 2巻 )』 (人 民出版社、2011年 )242247頁
の
に
では、小型国有企業改革 関す る当時 政策方針 および問題点が明 らかにされ ている。
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